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厚生労働大臣 殿

基発第0325007号

平成 21年 3月 25日

労 働 基 準 局 長

(公 印 省 略 )

｢労働基準局の内部組織に関する細則｣の一部改正について (内申)

標記について､厚生労働省の内部組織に関する訓令 (平成 13年厚生労働省訓第 1号)

の規定に基づき､別添のとおり関係垂類を添えて申請するので､よろしくお取り計らい願

います｡

し



労 働 基 準 局 の 内 部 組 織 に 関 す る細 則
平成21年4月1日適用

厚生労働省組威令 (平成12年政令第252号)､厚生労働省組耗規則 (平成13年厚生労働省令弟1号)､厚生労働省の内部組練に関する訓
令 (平成 13年厚生労偽者訓第1号)､じん肺法 (昭和35年法律第30号)及び産業安全専門官及び労働衛生専門官規程 (昭和47年労働省令
第46号)に定めるところによるほか､労働基準局の内部組織を次のとおり定め､平成21年4月 1日から適用する｡

1.組織の名称､数又は定数

試 ･婦俊の定 数 専 門 官 係 専 門 職■主査の名 称 定 数 数 一 名 称 名 称 JJS数 定 数 名称 定数

総務課 6く内2〉 llく内4〉 秘書人事 係人事係給与 .職 員 係総括係法規係(政策係)総務係(広報係)I(監理係)予算係 1 労災保険業 1務分析官

l石綿 策室 1 中央労働衛生専門官 ll 1 企画調整償

摩 ,a 2 4 庶務係.審査第-係審査第二億審査第享係_

･監督琴 3<内3〉 労働監督訟務官 1 5 管壷係企画係法泉係監督係監察係

憧 讐若葉望嘩 1 外国人労働条件専門官 1 2 改善係 .特別対策係.

労働保険徴収罷 iく内 i〉 労轍探険事鰍 旨導官中央徴収専門官社会保険労務士専門官 111 8.<内3〉総務償 ◆予算係社会保険労務士係企画係(法規係)(決算徴収係) .(適用係)指導係
轡 険徴蛸 1 3く内1) 管壷係業務第-係(業務第二係) 主任プログラマ ー 2

安全衛生部計画課: 5 安全衛生機関検査官 11〈内1〉1 4 管理係団体監理償 ■法規係企画係く内2〉 (中央産業安全専門官)安全衛生繁務官

J国際壷 1 (中央労働衛生専門官) 1〈内1〉 2 業務第-倭琴務第二億

安全衛生部 1 中央産業安全専門官 3 3 業務第-億 . i安全課こ (安全衛年後関頓査官)災害晴報官. 1･〈内1〉1 く内2〉 (業務第二係)(業務男三係)

J建設矩 対策室 1 技術審査官中央産業安全専門官 21 1 指導係

安全衛生部 1 中央じん肺診査医 1 6く内4〉業務第-係
労働衛生況 中央労働衛生専門官 4 署長弐)(業務算四億)(業務第五億)■(業務第六係)
L琴赦 芽室 1 中華労働衛生専門官 巨 2 環境改善係測定技術係

安全衛生部化学物質対策課 1 1 業琴係 i



労災靖償部労災管理法 6<内 1〉 llく内1〉 管理係寅誇瑞企画調整係法規係予算係決算係経理係調度係機構調整第-係機構調整第二係)監察係 1

労災保険財政数理喜 1く内 1〉 労災保険数理専門官 2 2 調査係

労災裾償部宿僕課 2 中央労災医療監察官中央社会復帰指導官労災医療専門官 111 6 業務係通勤災害係医事係福祉係.二次健康診断等給付係

職業病静定対策室 1 中央職兼病瓢定調査官 7 . 2 職業病認定業務質-係職業病認定業務第二係

ー労災保険審理皇 1 労災保険審査専門官中央労災補償繁務官 34 3く内1〉 審査係(審査第二億)繁務係

システム管理調整官～ 1 15〈申3〉 管理係経理係企画調整係年金業務係裟 黛貴君票伝送係システム運用係(情報システム運用係)(情報システム業務係)読計調査係垣期給付係(支払第-億)支払第二係 主任プログラマー .3

芳崇 漂聖務皇 5く内 1〉

[シスアム最適化推進室コ .1 6く内4〉 (システム最適化(濫 発 姦通化(濫 発 最適化(莞 究 最適化シ禦 急 速化第五係

鄭労者生括部企画課 4く内 1〉 8(内1) 管理係企画係(企画第二係)法規係設定改善助成係設定改善壌助係財形融資係財形管理係

労働金庫業務室 1<内 1〉 労働金庫検査官 6. 2 指導係検査係

勤労着生括 4 賃金.退棒金制度専門官: 11 8 野査係

部勤労者生活課 く内 1〉 中央賃金指導官 要望や退職金制度係機構調整係業務係一政策係最低賃金係指導係

勤労者福祉事業室 1く内 1〉 2 援助壌指導係



(注)1.併任の官職 (関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする職)を下記の記号で示すb
室 長 一一･一日一･日一一･日･一･･一日･ 〔 〕
補 佐 ---I-･--- ･--I-----･ <内 >
専門官 ･係長 ---一一一一日一一--･--- ( )-名称､ <内 >-定数

計 一･-一･一一一--～--～---I <内 >
2.表に定めるもののほか､安全衛生部安全課建設安全対策室に主任技術者査官1人､勤労着生汚部勤労着生盾紋に主任中央賃金指導官
人を置く｡



2.事務分担表課長婦佐等 係等の名称 所掌事務

【総務Ja】
課長靖佐 秘書人事係 1.局長秘毒に関すること○

i.局内職員の人事.給与に関することO
3.服務及び福利厚生に関することO.

課長補佐 人事係 1,労働基準局職員.地方職員(監督官)の人事一懲戒及び分限に関すること(大臣官房地方課所
掌分を除く○)○
2.労働基準局王敵 の会乱 叙勲に関すること∧

給与.職員係 1.労働基準局及び地方官署の職員の昇格.定数に関すること(大臣官房地方課所掌分を除
く○)o

課長栴佐(併) 総括係 1.局の所掌に係る事務-脚 こ関する企画及び調整に関すること.
抵規係 1.局所掌接骨に属するものの制定､ 産及び解釈に係る事務(他の所掌に属するものを除く○)

に関すること○
2.行政評価.監視に関すること○

政策係(併) 1.労働契約に関する調査､企画及び調整に関することb
課長靖佐 . 総務係 1.地方官署の組玲及び定員に関すること(大臣官房地方課所掌分を除くD)～

広哉係(併) 1,広報に係る蓮終調整に関すること○
課長縮佐(併) 監理億(併) 1i公益法人に関することD
課長檎佐 予算係 1.局内の予算編成､執行及び配賦等に関すること.

庶務経理係(併) 1.謀の所掌に係る庶務一般に関すること○
2.局内(一般会計)の経理に関することo

労災保険業務分析官 1.高度な専門知識や経駅に基づき､労災事案に係る ､ 所における亭冥認定のとらえ万､労働
保険審査会における再審査請求事案の事実評定q)評価方法等及び諸外国における労災保険
に係る調査手法等についての情報の収集､分析等を行うことにより､再曹査請求事案等の処理
の迅速化.適正化のための支援を行うこと○

【石綿対策室】
室長補佐 企画調整係 1.局の所輩に係る石続に関する対策の企画及び調整に関することb

主査 1ー企画調整係の所掌事務の一部を分輩するO
【労働保険審査会事務室】
室長婦佐 . 庶務係 ■ 1.重の所掌に係る庶務.-殻に関することb

2.室の予算及び轟理等に関することo

室長婦佐【Pt菅課 . 査貰-倭 1.労災保険の再審査事務(第-合養 関係)に関すること○.

査第二係 1.労災保険の再審査事務(第二合議体関係)に関するこ と○

審査第三係 1.雇用保険､退積金共済の再審査事務に関すること○

課長補佐(併). 管理係 1.課の所掌に係る庶務丁般に関すること○
2.現わ予算 ぴ経理等に関すること ○

課長補佐(併) イ巨画係 1.課の所掌に係る事務一般に関する企画及び調整等に関することO
法規係 1.法令の制定､改廃及び解釈に関すること. .

課長補佐(防) 監督係 1.監督官の権限行使に関することD
2.監督業務の計画運営に関すること 一.

瞥秦債 1地方局署の監督業務の指導及び調整等に関すること
労イ勤監督訟務官 . 1.行政不服等査､行政事件訴訟及び国家賠償請求訴訟に関すること○
労働条件確保改善対策室】

宅長補佐 l改善係 1室の所掌に係る事君一般に関する企画及び調整に関するーと
1外国人労働者.技能実習生対策及び派遣労働者対策等に関すること

外国人労働粂件専門官 1.外国人労働者に係る労働条件の確保及び改善についての指導及び調整等に関することロ
【労.保 民徴収票】
課長補佐 稔務係 1.謀の所掌に係る庶務一般に関すること○ p

2徴収勘定の支出負担行為及び契約等に蘭すること
予算係 1.徴収勘定に係る予算の編成､執行及び配賦等に関することo

課長補佐 社会保険労務士係 1社会保険労務士法の施行欝験の実施に関するーと
企画係 1護の所革に係る事務-月別こ関する企画及び調整に関するーと
牲規係(併) 1泣令の制定 改廃及び解釈に関すること

課長補佐(節) l決管徴収係(併) 1徴収勘定に係る歳入歳出及び決算に関すること
l適用係(併) 1労働保険の適用に関する十と l
1指導係 1労働保釈の徴収等に関する通産の作成 業務指導及び統計等に関する-と

労勤保険事務組合指導官 1.労働保険 務組合の育成､指導に 関すること○
中 徴収専門官 1.労働保険の徴収､滞納処分等の専門的､技術的な指導に関することO
社会保険労務士専門官 1.民間紛争解決機関の審査.指定.監督､社会保険労務士の懲戒処分 に関すること○
【労働保険徴収票務室】

室長繍佐 管理嘩 1.童の所掌に係る庶務一般に関することO
.室の予算及び経理等に関することb

業務第-係 .システム設計､機械処理､業務指導及び研修等に関すること.
業務第二係(併) .プログラムの作成及び保管に関することo



∫ 課長- 等 係等の名称 所萱事務

《安全街生誕》【計画課】
課長靖佐 管理係 1.部の所萱に係る庶務一般に関すること○

2.部の予算及び経理等に関すること○
課長補佐 団体監理係 1.労矧防止団体の監督､定義の認可及び措助金の突付に関することO

2.労働安全衛生コンサルタント関係業務に関すること○
I.-i.- 法規係 1.法令の制定､改廃及び施行に関すること.
課長補佐(併) 企画係 1.部の所掌に係る施策の企画立案等に関することD
課長補佐(併) 1.部の所掌に係る事務一般に関する企画及び調整に関すること○
安全衛生機関検査官 1.聾録製造時等検査機関等の業務監督等の指導に関すること○
安全衛生訟務官 1.安全衛生に係る国家賠償請求訴訟等訟覇に関すること〇
【国際室】
宣長栴佐 業務第-係 1.産業安全及び労働衛生に係る国際関係事務に係る企画及び調整等に関することb

業務第二係 1.国際 力関係業務に関することD
【安全課】
課長婦佐 業務第-係 ■ 1.課の所掌に係る亭符丁姥に関する企画及び調整に関することロ

2,誤の予算.組織に関することD
業務第二係(併) 1.-般機械(プレス機械､木工機械を除く)関係災害等の防止及び事後措置に関すること○
業務第三係(併) 1,電気災害､陸上貨物取扱莞及び交通運輸業関係災害等の防止及び事後措置に関すること.

安全衛生機関検査官(併) 1.登録製造時等検査機関等の業務監督等の指導に関すること凸

災害情報官 1.労働災筈情報の公開に関 ることo
2.労働災害情報の集計.分析及び集計.分析碍呆q)公表に関すること○
3.公開された労働災害情報等を活用した業界の労働災害防止のための取組指導に関すると

【廷設安全対策室】
室長二浦佐 指導係 1.建設業における労働災害防止に関することo
技術審査官. I 1.建設工事計画の安全確保に係る審査等に関すること○
【労働衛生課】 .
課長補佐 業務第-係 1,課の所掌に係る庶冴-克則こ関することD

2.課の予算.組織に関すること○
1,課の所掌に係る事務一般に関する企画及び調整に関すること○

馨務第三係(併) 1.じん肺拾及び粉じん障害防止規則の施行等に関すること.
務第四係(併) 1.健康保持増進事業の藁施等に関すること○.一丁五係(併) 1.電離放射凍障害防止規則及び高気圧障害防止規則等の施行に関することO董務第六係(併) 1.健康診断の基準等に関するこ と B

'【環境改善室】
室長補佐 環境改善係 1.快適職場形成促進事業等に関すること○測定技符係 1..作業費境測定基準の指導等に関すること○

【化学物質対策課】

課長稀佐 業務係 1.課の所掌に係る事務一般に関する企画及び調整に関することD2.課の予嚢.組織に蘭すること○

有害性由査機関査察官 1.有等性調査を行う機関に係る試験施設等に対する適合篠路査察及び査察結果の計画等に関することn ー

【化学物質評価圭】
室長補佐 評価係 ` 1.化学物質により労働災害が生ずるおそれの評価等に関すること○

審査係 1.新規化学物質の箸査及び名称の公表等に関すること○
Jl化学物官情報管理官 1.化学物質の有害性調査及び措報収集等に関すること○

｣ 労災績債静)【労災管理課ー
課長補佐 . 管理係 1,部の所掌に係る庶務一%'lJに関す奉こと○

2.労災勘定に属する本省職員の給与に関することQ
総務係 1.労災神俣事務に係る組滞及び定員に関すること○

2.労災画定の人件費等に関すること∴

課長補佐 企画調整係 1_部の所掌に係る施策の企画立案等に関すること○
2.部の所掌に係る事務一般に関する企画及び調整に関すること.

幸査 1ー企画調整係の所掌事務の一都を分掌するロ _
法規係 1.法令の制定､改廃及び施行に関すること○

課長構佐 予 係 1.労災勘定に係る予算の編成､執行及び配醸等に関すること○
さ変箕係 2.労災勘定に係る歳入歳出及び決算に関すること○.

課長補佐 経理係 1.労災勘定の支出負P_行為及び契約等に関すること○
2.労災勘定の支出に関すること○

調牢係 1.労災勘定の債権管理及び徴収に関することD
2.労災静定の蛎晶及び国有財産の管理等に関するこ と○

課長補佐 機構調整 一俵 1.独立行政法人労働者偉虞福祉機構が行う業務の指導及び連絡調整に関すること.
機構調整第二嘩(併)1.独立行政法人労働者儒原宿祉機構が行う労災病院の再編業務の指導及び調整に関するこ

と○

課長楯佐(併) 監察係 1.監秦計画樹立の循助に関することO



課長婦住等 係等の名称 所掌事務

E労災保険財政数理室】
宣長棺佐(併) ":.率係 1,労災保険率､特別加入保険料率の算定及び検討等に関することO

調査係 .労災保険経済の分析及び見通しの作成並びに必要な事項についての調査に関することo
労災保険数理専門官 .労災倶険数理一般､メリット制度及び各種調査の計画等に関すること〇
E補償課】
課長補佐 業務係 1.休業(帯償)給付､陣等(椅償)給付､遺族(祷償)給付､葬祭料(葬祭給付)､傷病(補償)年金及

び介譲(靖償)給付等に関することロ
2.課の所掌に係る庶務一般に関すること○

企画調整係 .部の所掌に係る事務一般に関する企画及び調整に関すること○
.労災補償関係法令の疑義照会等に関すること○

通勤災害係 .通勤災害等に関すること○
特別加入に関すること○

課長補佐 医事係, .療養(補償)給付､診摂費の審査制度及び指定医制度等に関することo
福祉係 労働福祉事業に関することD

二次健康診断等の給付に関すること○

中央労災医療監療官 療養 (静償)給付等の適正事務についての地方監禁官等-の指導等に関すること○
中央社会復帰指導官 被災労働者の社会復帰の促進についての地方局著関係職員-の指導等に関することO

労災医療専門官 労災医贋に要する費用の算定基準の策定､その他労災医療に関する事務で専 門的事項にすること○
【職業病認定対策室】

室長補佐 1.負傷峠起因する脳一等の取扱に関すること○ 臓疾患等に係るもの等に係る認定基準の策定､改廃並びにりん伺事案
1.じん肺肺がん等に る認定基準の策定､改廃並びにりん伺事案等の取扱に関すること○

.._中央職業病羅定調査官 1.業務上疾病に係る認定.その他補償に関する事務で専門的知識を必要とする事項について
の調査等に関することo

【労芳互保険審理室】
室長布佐 審査係 1.労働保険審査会の審査事秦等に関すること○

審査第二係(併)I 労働保険等査会との連絡調整に関することO
訟務係 ･労災補償関係の訴訟に係る軍務に関すること○

･労災俣険審査専門官 労働保険管査会の箸査事案に関する事務で専門的事項に関することD
中央労災補償訟務官 労災補償及び労災保険に係る争訟に関する事務等○
労災倶険業務室】

室長補佐 管理係 ' 1,室の所掌に係る庶務一%'bに関することo
2.室の予算の編成及び実行計画に関すること○

経理係 1.資金前途官更の事務に関すること○
2.分任契約担当官の事務に関すること○

企画調整係 1.室の所掌に係る事務一般に関する企画及び調整に関するこ と o

室長補佐 . 年金業務係 1.年金給付､労災就学等援護費､福祉施設給付金.､一時金給付及び介護(補償)給付の支給に
係る業務の企画調整並びに関連部局との連絡調整に関するこ と.

年金福祉第-係 1.年金給付等の受給の係に属するものを除 q)相談.支援に係る業務委託.調査研究及び資料分析に関すること他)a
金福祉第二係 1.■労災特別介護施設 置に係る企画､計画の実施及び連絡調整等に関すること○

室長補佐(併)㌔∫ 1.システムの実施(移行 画及び改善､開発事案に係る運用計画.管理等に関すること○

伝送係 1二データ通信回緑網､電子計算機及び通信回掃機器等並びに次期端末装置の運用.保守に
関することも

システム運用係 1.労災システムの運用に関すること○
1.次期監督.安全衛生業務システムのう軍用 管ヾ理に関すること○
1.次期監督.安全衛生業務システムの企画及び調整に関すること○

室長補佐 統計調査係 1..労災保険給付に係る機械処理駄男二業務に関すること○
2.労災保険給付に係る給付統計等に関すること○

1.短期給付一元管理システム等の機械処理に係る業務分析プ ログラム改修等に関することb
室長補佐 支払第-係(併) 1.年金給付等及び診寮費の支払こ支払に係る事故処理等に関することこ

支払第二係 1.支払関係リスト等の整備及び保管等に関すること○

システム管理調整官 . 1.新規システムの開発業務の統括に関すること○
1,システムの評価､改口､プログラムの企画及び調整に関することo

【システム最適化推進室】

室長補佐 しシステム調整係 1.労災行政情報管理システム及び労働基準情帝システムの置携､調整に関すること○

2.刷新可能性調査結果の費用提案に基づく予算編成及び刷新可能性調査により提案された調
達方式の検討及び調整l すること〇 °

1.労災行政情報管理システムの計画策定､設計2.システム最適化の評 テムの最適化計画に基づく短期給付､統計システム及び特別加入シ罪及び調整軽関することbT関すること.
1.監督.安全衛生業務の最適化計画に係る設計.開発及び調整に関すること○

1.労災行政借手艮管理システムの最適化計画に基づく年金等給付の他､システム最適化 -係の所掌に属さない計画策定､設計.開発及び調整に関することb

1.労災保険給付業務の業T.システム最適化計画に関連する労災診零費レセプトオンライン請求化に係る設計.開発等に関すること○

+,2.住基ネット等の他システムとの連携.援続等に係る調整こシステム化による不務効率化に向け
こ検討に関することo



1 課長- 等 係等の名称 所掌事務

lE空言許 滝部》
課長祷佐 管理係 1.部の所掌に係る庶務一般に関すること.

.部の予算の原皮及び実行計画に関すること,

奄面醇- .̀勤労者の福祉に係る施策の企画立桑等に関すること(企画第二係及び勤労者生活課の所掌こ属するものを除く∧)∧

奄面育三雇頑㌻一 1.勤労者の福祉に係る施策の企画立案等に関すること(企画係及び勤労者生活課の所掌に属
するものを除くO)○
2.テレワークの推進対策の企画及び調整に関すること○

盲最長補佐 蔭競係 1.法令の制定､改廃及び施行に関すること.

吉宗長補佐 設定改善助成係 1.労働時間等設定改署に係る助成金に関 ることD
.仕事と生活の調和の推進に係る委託事業に関すること勺

設定改善援助係 1労働時間等設定改善に係る委託事業等に関すること○
仕事と生活の調和推進会議の開 等に係る地方指導に関J-ることh

課長婦佐(節) 財形融資係 1勤労者財産形成東資制度の運営等に関すること勺 .

財形管理係 1234 勤労者財産形成貯蓄制贋の運営に謁することO

勤労者財産形成促遁制度に係る税制に関することO .
勤労者財産形成制度についての調査及び研究並びに勤労者財産形成促進制度の改善及
普及等に関すること○
1に係る関係機関との連絡調整等に関することb

1【労働金庫業務室】

L室長繍佐(併)l 指導係 1.労働金庫及び労働金庫達-合金の指導及び監督等に関すること○槍査係 1労働金庫及び労働金庫連合会の検査の企画立案に関することb
労優金庫検査官 労働金庫及び労働金庫葺合会の検査に関することD
【勤労者生活課】

課長甫佐 .課長補佐(併) 調査係 1.法令の制定､改廃及び施行に関することD

2.勤労者の福祉に係る施策の企画立案等に関すること(企画課の所掌に属するものを除く.)h
1.賃金'退職金制度に関する企画､立案及び退職手当の保全措置等に関すること○

数理係 1/中小企業退職金共済制度の数理等に関すること○
課長繍佐 機構調整係 1_独立行政故人勤労者退職金共済機構が行う業務の指導及び連絡調整等に関することO

業務係 1.中′J､企業退職金共済制度の運営等に関することq

課長婿佐 政策係 1.賃金の基準(最低賃金を含む)に関する施策の企画立案に関すること凸2.賃金に関する浜令の制定､改廃及び施行等に関すること○
最低賃金係 1_課の所掌に係る統計調査の実施､分析及び遠路調整に関すること○
指導係 1_最低賃金制の運用に関することD

貸金.退職金制度専門官 1ー賃金.退職金制度に関する企画立案に関することD2,1に係る関係機関との連絡調整等に関することo

中央賃金指導官 1.賃金に関する専門知識についての地方局署職員-の指導及び地方局相互間の調整に関するrL

r勤労者福祉事業室】p
室長補佐(併) 援助係 1.中小企業勤労者総合福祉推進事業の実施等に関することD


